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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数枚の金属板を重ね合わせた板組みを抵抗スポット溶接により溶接接合し抵抗スポッ
ト溶接継手を製造するにあたり、前記板組みを、重ね合わせた２枚以上の厚板の少なくと
も一方に薄板を重ね合わせた、板厚比が５以上の板組みとし、前記抵抗スポット溶接を第
一段・第二段・第三段の三段階からなる溶接とし、第二段の溶接は前記第一段の溶接に比
べ、高加圧力、低電流又は同じ電流、長通電時間又は同じ通電時間の溶接とし、さらに第
三段は第二段よりも高加圧力で、高電流の通電を繰り返すことを特徴とする抵抗スポット
溶接継手の製造方法。
【請求項２】
　前記第一段の溶接を、該溶接の加圧力ＰＩ、溶接電流ＩＩ、通電時間ＴＩが、前記複数
枚の金属板のうち最も薄肉の金属板の板厚ｔｍとの関係で、下記（１）～（３）式を満足
する溶接とし、前記第二段の溶接を、該溶接の加圧力ＰＩＩ、溶接電流ＩＩＩ、通電時間
ＴＩＩが下記（４）～（６）式を満足する溶接とすることを特徴とする請求項１に記載の
抵抗スポット溶接継手の製造方法。
　　　０．８ｔｍ≦ＰＩ≦５ｔｍ………（１）
　　　２≦ＴＩ≦６ ………（２）
　　　３ｔｍ＋５≦ＩＩ ………（３）
　　　１．１ＰＩ≦ＰＩＩ≦１０ＰＩ ………（４）
　　　０．５ＩＩ≦ＩＩＩ≦ＩＩ ………（５）
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　　　ＴＩ≦ＴＩＩ≦１０ＴＩ ………（６）
　　ここで、ｔｍ：複数枚の金属板のうち最も薄肉の金属板の板厚（ｍｍ）
　　　　　　ＰＩ、ＰＩＩ：加圧力（ｋＮ）
　　　　　　ＩＩ、ＩＩＩ：溶接電流（ｋＡ）
　　　　　　ＴＩ、ＴＩＩ：通電時間（ｃｙｃｌｅｓ／５０Ｈｚ）
【請求項３】
　前記第三段の溶接における加圧力ＰＩＩＩ、冷却時間Ｔｃ、溶接電流ＩＩＩＩ、通電時
間ＴＩＩＩが、前記第二段の加圧力ＰＩＩ、溶接電流ＩＩＩ、通電時間ＴＩＩとの関係に
おいて、下記（７）～（１０）式を満足することを特徴とする請求項１または２に記載の
抵抗スポット溶接継手の製造方法。
　　　ＰＩＩ＜ＰＩＩＩ ………（７）
　　　１≦Ｔｃ≦２０ ………（８）
　　　１≦ＴＩＩＩ≦５ ………（９）
　　　ＩＩＩ＜ＩＩＩＩ≦３ＩＩＩ ………（１０）
　　ここで、ＰＩＩ、ＰＩＩＩ：加圧力（ｋＮ）
　　　　　　ＩＩＩ、ＩＩＩＩ：溶接電流（ｋＡ）
　　　　　　Ｔｃ：冷却時間（ｃｙｃｌｅｓ／５０Ｈｚ）
　　　　　　ＴＩＩＩ：通電時間（ｃｙｃｌｅｓ／５０Ｈｚ）
【請求項４】
　前記第三段の溶接における冷却時間Ｔｃが、下記（８ａ）式を満足することを特徴とす
る請求項３に記載の抵抗スポット溶接継手の製造方法。
　　　１≦Ｔｃ≦１０ ………（８ａ）
　　ここで、Ｔｃ：冷却時間（ｃｙｃｌｅｓ／５０Ｈｚ）
【請求項５】
　前記第三段の、冷却時間Ｔｃ及び通電時間ＴＩＩＩと溶接電流ＩＩＩＩで構成される通
電を、１回以上５回以下で繰り返すことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の抵
抗スポット溶接継手の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、重ね抵抗溶接法の一種である抵抗スポット溶接法に係り、とくに複数枚の薄
肉の金属板（被溶接材）を重ね合わせた板組みを抵抗スポット溶接法により、散りの発生
なく所望サイズのナゲットを形成して抵抗スポット溶接継手とする、抵抗スポット溶接継
手の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、重ね合わせられた金属板同士の接合には、重ね抵抗溶接法の一種である抵抗ス
ポット溶接法が用いられている。例えば、自動車の製造にあたっては１台あたり数千点も
のスポット溶接がなされている。この溶接法は、２枚以上の金属板を重ね合わせ、その表
面を直接、上下の電極で挟み加圧力を加えながら、上下電極間に大電流の溶接電流を短時
間通電して接合する方法である。大電流の溶接電流を流すことで発生する抵抗発熱を利用
して、点状の溶接部が得られる。この点状の溶接部は、ナゲットと呼ばれ、両金属板に電
流を流した際に両金属板の接触箇所で両金属板が溶融し、凝固した部分であり、これによ
り両金属板が点状に接合される。
【０００３】
　抵抗スポット溶接部の接合強度は、ナゲット径により左右されるため、自動車部品等の
高い接合強度を必要とする場合にはとくに、所定の径以上のナゲット径を確保することが
重要となってくる。一般に、加圧力、通電時間を一定とした場合には、ナゲット径は、溶
接電流の増加にしたがって徐々に増加するが、ある値以上になると金属板間に溶融金属が
飛散する散りという現象が生じる。散りの発生は、危険である上に、溶接部周辺に散りが
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付着し外観を悪化させ、ナゲット径や継手引張強度にばらつきを生じさせ、継手部の品質
が不安定になる。
【０００４】
　また、近年、自動車車体の衝突安全性の向上という要求の高まりから、例えば、車両の
フロア部を構成する、フロアパネルとメンバーとの間にリインフォースメントを挟み込ん
だ構造が採用されるようになっている。この構造では、従来の単純な二枚重ねの鋼板をス
ポット溶接する場合と異なり、３枚以上の鋼板を重ね合わせてスポット溶接することが要
求される。
【０００５】
　さらに、最近では、車体の衝突安全性の更なる向上要求にともない、リインフォースメ
ントなどの高強度化、厚肉化が進み、外側に板厚の薄いフロアパネル（薄板）を配置し、
内側に板厚の厚いメンバー、リインフォースメント（厚板）を組み合わせた板組みをスポ
ット溶接することが必要となる場合が多い。なお、ここでは、薄板とは板組みされた金属
板のうち、肉厚が相対的に小さいものを薄板と記載し、肉厚の相対的に大きいものを厚板
と記載することとし、以下も同様の記載とする。
【０００６】
　このような板厚比（＝総厚／一番薄い板の板厚）の大きな板組みにおいて、従来のよう
な、加圧力、溶接電流を一定の値としたままにするスポット溶接を行った場合には一番外
側（電極チップと接触する側）の薄板と厚板の間に必要なサイズのナゲットが形成されに
くいことが知られている。とくに板厚比が５を超えるような板組みでは、この傾向が強い
。
【０００７】
　これは、電極チップによる冷却によって一番外側の薄板と厚板の間では温度が上がりに
くいことが原因である。ナゲットは、電極間の中央付近から鋼材の固有抵抗により体積抵
抗発熱にて形成されるが、ナゲットが薄板にまで成長するまでに、電極間中央部に近い部
分に位置する厚板と厚板間でのナゲットの成長が大きく、電極による加圧では抑えきれず
に散りが発生するため、散り発生なく必要なサイズのナゲットを薄板－厚板間に得ること
が困難となる。
【０００８】
　また、一番外側に配置される薄板がフロアパネルの場合には、強度よりも成形性が重要
となるため、使用される鋼板は軟鋼となることが多い。一方、板厚の厚い鋼板は強度補強
部材であり高張力鋼板が使用される場合が多い。このような板組みでは、発熱する位置は
、固有抵抗の高い高張力鋼板側に偏るため、厚板－薄板（軟鋼）間にはさらにナゲットが
形成されにくくなる。また、使用される鋼板がめっき鋼板となると、低温で溶融しためっ
き層が鋼板間の通電経路を拡大するため電流密度が減少し、薄板側でのナゲットの形成が
さらに困難となる。
【０００９】
　このような問題に際し、例えば、特許文献１には、重ね合わされた２枚の厚板の少なく
とも一方に薄板をさらに重ね合わせた板厚比の大きな板組みをスポット溶接する方法が提
案されている。特許文献１に記載された技術は、薄板の溶接すべき部位に部分的に一般部
より一段高い座面を形成するとともに、薄板に対抗する電極を、先端を球面に形成し、溶
接初期は低加圧力で、薄板の座面を押しつぶすようにして、薄板とこれと隣り合う厚板と
を溶接し、その後、高加圧力で２枚の厚板同士を溶接するスポット溶接方法である。この
技術によれば、散りを発生することなく、薄板－厚板間にも必要サイズのナゲットを形成
できるとしている。
【００１０】
　しかし、特許文献１に記載された技術では、薄板－厚板間に必要サイズのナゲットを形
成することができるが、薄板の溶接する部分に予め一般部より一段高い座面をプレスなど
で形成する工程が必要となり、工程が複雑になり、生産性が低下するという問題がある。
【００１１】
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　この問題に対して、特許文献２には、金属板の板組みを、重ね合わせた２枚以上の厚板
の少なくとも一方に薄板を重ね合わせた、板厚比が５以上の板組みとし、抵抗スポット溶
接を第一段および第二段の二段階からなる溶接とし、第二段の溶接が第一段の溶接に比べ
、高加圧力、低電流又は同じ電流、長通電時間又は同じ通電時間の溶接とすることによっ
て、板厚比の大きな板組みにおいても余計な工程を付加することなく、また散りを発生す
ることなく、必要サイズのナゲットを形成できるようにしている。
【００１２】
　ただし、特許文献２に記載の技術によって得られた抵抗スポット溶接継手は、板組みに
高強度鋼板（高張力鋼板）が含まれている場合、以下のような問題が生じる可能性がある
。
【００１３】
　通常、得られた抵抗スポット溶接継手の品質の指標としてＪＩＳで定められるせん断引
張強度（継手のせん断方向に引張試験をしたときの強さ）、十字引張強度（継手のはく離
方向に引張試験をしたときの強さ）が重要である。
【００１４】
　高強度鋼板のスポット溶接部の引張せん断強さは、鋼板の引張強度の増加とともに増加
する傾向にある一方で、十字引張強度は鋼板の引張強度の増加にかかわらずほとんど増加
せず、逆に減少することもある。その原因として、高強度鋼板は、その強度を達成するた
めに下記式で表される炭素当量Ｃｅｑが大きくならざるをえず、加えて溶接は急熱急冷現
象であるために、溶接部及び熱影響部において硬度が上昇し、靭性が低下するからだと考
えられる。
【００１５】
　　Ｃｅｑ＝Ｃ＋１／２４×Ｓｉ＋１／６×Ｍｎ（％）
　　　ここで、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎは、それぞれの質量％を示す。
【００１６】
　この問題を解決するために溶接法の観点からは、打点数の増加やナゲット径の拡大が考
えられるが、打点数の増加はスペースが必要であり、かつ、打点数を増やしても強度が下
がる傾向にある。さらに、ナゲット径を拡大するには電極を大きくしたり、加圧力を増加
しなければいけないため、装置的な制約も受ける。
【００１７】
　そこで、従来と同様のナゲット径で強度を確保するために、ナゲットを形成する本通電
の後に通電（後熱通電）を行う様々な試みがなされてきた。
【００１８】
　その一例として、特許文献３では、テンパー通電における通電時間Ｔｏ・通電電流Ｉｏ
と本通電における通電時間Ｔｔ・通電電流Ｉｔを用いて、（Ｉｔ／Ｔｏ）の二乗と（Ｔｔ
／Ｔｏ）の積が０．２５／０．８２の範囲に入っている事が望ましいとしている。
特許文献４では、引張強度が３５ｋｇ／ｍｍ２以上の高張力鋼板において、散り発生限界
電流値以上の本通電に加えて、本通電より低い電流値にてテンパー通電を行うことでせん
断強度と疲労強度の向上を達成出来るとしている。
【００１９】
　テンパー通電の代わりに、一定電流を何度かに分けて付加するパルセーション通電の提
案もなされており、例えば特許文献５では、三枚重ねの鋼板に対して、本通電の後にパル
セーション通電を行うことで十分なナゲット径が確保出来るとしている。
【００２０】
　近年では、非特許文献に見られるように、一定の冷却の後、極短時間通電を行ってテン
パー通電と同じ効果を得られるとしたＳｐｉｋｅ－Ｔｅｍｐｅｒｉｎｇという方法も提案
されており、それによればテンパー通電に必要な時間は４０サイクル（０．８秒）程度と
されている。
【００２１】
　さらに特許文献６では、本通電を行った後に、本通電より低い電流値にてテンパー通電
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を行うことにより、高張力鋼板の十字引張強度を改善することが出来るとしている。
【００２２】
　しかしながら、前記特許文献３～５に記載されているような通電方法は、本通電より低
い電流値で、所定の抵抗発熱が可能な範囲を選ぶために、利用可能な電流範囲は狭く、僅
かな通電電流・電流時間の変化で大きく影響を受けざるを得ず、様々な外乱要因の存在す
る製造の現場（例えば、本通電の５０％を超える大きな電流低下が起きる）において実装
するにあたっては、安定的な施工を行う上での余裕が小さいという問題点がある。
【００２３】
　また、一般的なマルテンサイトテンパー方式の通電方法は、前記非特許文献にて実施あ
るいは記載されているように、十分な冷却を置いた後に通電することで焼き戻しを行うテ
ンパー通電であり、十分な冷却時間（非特許文献によれば４０サイクル（０．８秒）程度
）が必要であり、総溶接時間（最初の通電が開始してから、最後の通電が完了するまでと
定義する）が長くなるという問題があった。
【００２４】
　さらに、特許文献６は三枚以上重ねた板組に対して溶融部を確保する方法であり、すな
わち、本通電で形成されたナゲットを後熱通電によって拡大することを目的としている。
従来、ナゲット径と継手強度には密接な関係があるという観点から、後熱通電の有無に係
わらず、最終的なナゲット径に対して継手強度を整理し、評価してきた。前述したように
、特定のナゲット径で強度を向上させることが重要であることに加え、溶融状態から冷却
したのではナゲットやＨＡＺを急冷し、継手強度を向上させることは出来ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２５】
【特許文献１】特開２００３－０７１５６９号公報
【特許文献２】特許第３９２２２６３号公報
【特許文献３】特開昭５８－００３７９２号公報
【特許文献４】特開昭５８－００３７９３号公報
【特許文献５】特開２００２－１０３０４８号公報
【特許文献６】特開２００８－０９３７２６号公報
【非特許文献】
【００２６】
【非特許文献１】ＡＩＳＩ／ＤＯＥ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｒｏａｄｍａｐ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍ，　ＤＥ－ＦＣ３６－９７ＩＤ１３５５４，　Ｂ．　Ｇｉｒｖｉｎら，　Ｄｅｖｅ
ｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ　Ｓｐｏｔ　Ｗｅｌｄｉｎｇ　Ｐｒａｃ
ｔｉｃｅ　ｆｏｒ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｈｉｇｈ－Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｓｔｅｅｌｓ，　
２００４年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　本発明は、上記のような事情に鑑みてなされたものであり、高強度鋼板を含んだ板厚比
の大きな板組みにおいても、余計な工程を付加することなく、また散りを発生することな
く、必要サイズのナゲットが形成されているとともに、良好な引張強度を有する抵抗スポ
ット溶接継手を安定して得ることができる、抵抗スポット溶接継手の製造方法を提案する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　本発明者らは、上記した課題を達成するため、前記特許文献２に記載の技術に基づいて
第一段溶接および第二段溶接を行うことで、必要サイズのナゲットを形成した上で、後熱
通電としての第三段溶接を行うことによって、必要な継手強度を確保することを考えた。
【００２９】
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　そこで、本発明者らは、必要な継手強度を確保するための第三段溶接として、安定的な
施工を行うことができる後熱通電について鋭意検討を行った。
【００３０】
　従来、継手形成後に組織を焼き戻し、継手強度を向上させるため、後熱通電（テンパー
通電）として低電流を付加する方法がとられてきたのに対し、逆に溶融部を形成する本通
電電流よりも高電流を付加することで継手強度を向上させることが出来ないかを考えた。
しかし、高電流の付加は散りや電極の溶着の原因となるほか、再溶融再急冷により継手強
度の変化が無いか、逆に低下することもある。
【００３１】
　そこで、その問題を解決するためにさらに検討を行った。
【００３２】
　その際、図８、図９に示すように、重ね合わせた２枚の高強度鋼板（上側の高強度鋼板
２２、下側の高強度鋼板２３）の板組を、上下一対の電極チップ（上側の電極チップ３１
、下側の電極チップ３２）で挟み、加圧、通電することにより接合して抵抗スポット溶接
継手を得る場合を例にした。
【００３３】
　まず、抵抗スポット溶接継手の十字引張強度と破断形態には相関が有り、低強度溶接継
手は鋼板に平行に破断するはく離破断を生じ、高強度になるにつれてボタン状に片方の鋼
板が残ったまま抜けるように破断するプラグ破断へと変化する。同じナゲット径において
の破断形態の変化を見るために、テンパー通電を施さない溶接継手とテンパー通電を施し
た溶接継手とを作成し、はく離破断したものとプラグ破断したものの継手を比較したとこ
ろ、以下の事が分かった。
【００３４】
　すなわち、はく離破断したものでは破面がへき開面で脆性的な破断であり、プラグ破断
したものでは破面が滑らかで延性的な破断であった。そして、図８に示すように、ナゲッ
ト１６の周囲を取り巻く、加熱により組織が変化した部分を熱影響部１７とすれば、はく
離破断したものでは、熱影響部１７にナゲット１６内部よりも硬化した部分が見られたの
に対して、プラグ破断したものでは、熱影響部１７の軟化が見られた。この熱影響部１７
の軟化はテンパー通電によってマルテンサイト組織の焼き戻しが生じて起こったものであ
り、この軟化によってナゲット１６外周での塑性変形が許容され、ナゲット１６端部での
応力集中が緩和されるために、破断形態がはく離破断からプラグ破断に変化したものだと
考えられた。
【００３５】
　そこで、発明者らは、後熱通電を高電流で行うに際して、上記と同様に効果を得るため
に、熱影響部１７の全く新しい軟化手法を考えることにした。すなわち、図８に示したよ
うに、ナゲット１６及び熱影響部１７を一つの考え方で軟化させるのではなく、図９に示
すように、熱影響部１７を電極３１、３２側の熱影響部１７ａと軟化域１８側の熱影響部
１７ｂとに分けて、別個に制御することができるのではないかと考えた。軟化域１８側の
熱影響部１７ｂはナゲット１６からの熱移動も有るために冷却速度は比較的遅いのに対し
て、電極３１、３２側の熱影響部１７ａは電極への放熱により冷却速度は速いからである
。
【００３６】
　テンパー通電を行わない時に熱影響部１７がナゲット１６より硬化するのは、抵抗スポ
ット溶接ではナゲット１６中央へ集中的な加熱が行われるために、温度が比較的低い電極
３１、３２あるいは軟化域１８と面している熱影響部１７は、ナゲット１６内部よりも冷
却速度が速くなっていることが原因だと考えられる。
【００３７】
　そこで、後熱通電において、熱影響部１７の特に軟化域１８側の熱影響部１７ｂの冷却
速度を遅くし、ナゲット１６と同程度になるような適度な通電を与えればよいと考えた。
一方、電極３１、３２側の熱影響部１７ａは温度が十分に下がるまでに要する時間が短く
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、その時間を待ってから加熱することによりテンパー処理と同じ効果を得られると考えた
。
【００３８】
　したがって、本発明は以下の原理により引張強度を向上させるものである。すなわち、
本通電（前記特許文献２に記載の技術に基づく第一段溶接および第二段溶接）によるナゲ
ット１６の形成の後、後熱通電（第三段溶接）として、所定の冷却時間（休止時間）をお
いて、高電流を付加することで、この入熱によりナゲット１６および軟化域１８側の熱影
響部１７ｂの急冷が抑制され硬化が抑制されると同時に、電極３１、３２側の熱影響部１
７ａはテンパー効果により焼き戻しされ軟化するのである。テンパー通電やパルセーショ
ン通電のように、継手全体に焼き戻し効果などを付与するのではなく、継手の部分部分で
効果が異なることが、従来技術と大きく異なる点である。
【００３９】
　上記原理を有効に成立させるためには、以下の点に着目する必要がある。すなわち、電
極３１、３２側の熱影響部１７ａにおいては、十分に冷却された後に適切に加熱される必
要がある。このためには、冷却時間（休止時間）を所定時間以上おく必要があるが、長く
とも１０サイクル程度で目的は達せられる。さらに、軟化域１８側の熱影響部１７ｂにお
いては、後熱通電の通電時間が長すぎると、必要以上に加熱され、再急冷されることにな
ってしまい、逆に硬化させてしまう要因となるし、散りの原因ともなる。したがって、通
電時間は長くとも５サイクル程度とすべきである。また、電流値についても、同様の理由
から設定されるべきであり、本通電における電流値の３倍程度までの電流値を溶接対象に
応じて適切に選択すべきである。
【００４０】
　そして、これらは急冷による硬化が著しい引張強度５９０ＭＰａ以上の高張力鋼板に適
用されることにより、著しい効果を発現する。
【００４１】
　それに加えて、後熱通電における加圧力を本通電よりも増加させることで、後熱通電に
おける電流値の余裕を増加させるばかりでなく、そのことによって散りを抑制することが
出来る。
【００４２】
　このようにして、第三段溶接での後熱通電において、上記のような高電流を短時間かつ
好ましくは複数回通電するとともに加圧力を本通電よりも増加させることで、散りや電極
の溶着なく、安定して継手強度を向上させることに成功したのである。
【００４３】
　上記に基づいて、本発明は以下の特徴を有している。
【００４４】
　［１］複数枚の金属板を重ね合わせた板組みを抵抗スポット溶接により溶接接合し抵抗
スポット溶接継手を製造するにあたり、前記板組みを、重ね合わせた２枚以上の厚板の少
なくとも一方に薄板を重ね合わせた、板厚比が５以上の板組みとし、前記抵抗スポット溶
接を第一段・第二段・第三段の三段階からなる溶接とし、第二段の溶接は前記第一段の溶
接に比べ、高加圧力、低電流又は同じ電流、長通電時間又は同じ通電時間の溶接とし、さ
らに第三段は第二段よりも高加圧力で、高電流の通電を繰り返すことを特徴とする抵抗ス
ポット溶接継手の製造方法。
【００４５】
　［２］前記第一段の溶接を、該溶接の加圧力ＰＩ、溶接電流ＩＩ、通電時間ＴＩが、前
記複数枚の金属板のうち最も薄肉の金属板の板厚ｔｍとの関係で、下記（１）～（３）式
を満足する溶接とし、前記第二段の溶接を、該溶接の加圧力ＰＩＩ、溶接電流ＩＩＩ、通
電時間ＴＩＩが下記（４）～（６）式を満足する溶接とすることを特徴とする前記［１］
に記載の抵抗スポット溶接継手の製造方法。
　　　０．８ｔｍ≦ＰＩ≦５ｔｍ　　………（１）
　　　２≦ＴＩ≦６　　　　　　　　………（２）
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　　　３ｔｍ＋５≦ＩＩ　　　　　　………（３）
　　　１．１ＰＩ≦ＰＩＩ≦１０ＰＩ　………（４）
　　　０．５ＩＩ≦ＩＩＩ≦ＩＩ　　　………（５）
　　　ＴＩ≦ＴＩＩ≦１０ＴＩ　　　　………（６）
　　ここで、ｔｍ：複数枚の金属板のうち最も薄肉の金属板の板厚（ｍｍ）
　　　　　　ＰＩ、ＰＩＩ：加圧力（ｋＮ）
　　　　　　ＩＩ、ＩＩＩ：溶接電流（ｋＡ）
　　　　　　ＴＩ、ＴＩＩ：通電時間（ｃｙｃｌｅｓ／５０Ｈｚ）
【００４６】
　［３］前記第三段の溶接における加圧力ＰＩＩＩ、冷却時間Ｔｃ、溶接電流ＩＩＩＩ、
通電時間ＴＩＩＩが、前記第二段の加圧力ＰＩＩ、溶接電流ＩＩＩ、通電時間ＴＩＩとの
関係において、下記（７）～（１０）式を満足することを特徴とする前記［１］または［
２］に記載の抵抗スポット溶接継手の製造方法。
　　　ＰＩＩ＜ＰＩＩＩ ………（７）
　　　１≦Ｔｃ≦２０ ………（８）
　　　１≦ＴＩＩＩ≦５ ………（９）
　　　ＩＩＩ＜ＩＩＩＩ≦３ＩＩＩ ………（１０）
　　ここで、ＰＩＩ、ＰＩＩＩ：加圧力（ｋＮ）
　　　　　　ＩＩＩ、ＩＩＩＩ：溶接電流（ｋＡ）
　　　　　　Ｔｃ：冷却時間（ｃｙｃｌｅｓ／５０Ｈｚ）
　　　　　　ＴＩＩＩ：通電時間（ｃｙｃｌｅｓ／５０Ｈｚ）
【００４７】
　［４］前記第三段の溶接における冷却時間Ｔｃが、下記（８ａ）式を満足することを特
徴とする前記［３］に記載の抵抗スポット溶接継手の製造方法。
　　　１≦Ｔｃ≦１０　　　　　　　………（８ａ）
　　ここで、Ｔｃ：冷却時間（ｃｙｃｌｅｓ／５０Ｈｚ）
【００４８】
　［５］前記第三段の、冷却時間Ｔｃ及び通電時間ＴＩＩＩと溶接電流ＩＩＩＩで構成さ
れる通電を、１回以上５回以下で繰り返すことを特徴とする前記［１］～［４］のいずれ
かに記載の抵抗スポット溶接継手の製造方法。
【発明の効果】
【００４９】
　本発明においては、高強度鋼板を含んだ板厚比の大きな板組みであっても、余計な工程
を付加することなく、また散りを発生することなく、必要サイズのナゲットが形成されて
いるとともに、良好な引張強度を有する抵抗スポット溶接継手を安定して得ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の抵抗スポット溶接における第一段溶接時のナゲットの形成状況を模式的
に示す説明図である。
【図２】本発明の抵抗スポット溶接における第二段溶接時のナゲットの形成状況を模式的
に示す説明図である。
【図３】本発明の抵抗スポット溶接における第三段溶接時の状況を模式的に示す説明図で
ある。
【図４】本発明の抵抗スポット溶接における加圧パターンを模式的に示す説明図である。
【図５】本発明の抵抗スポット溶接における通電パターンを模式的に示す説明図である。
【図６】電極チップの形状を模式的に示す断面図である。
【図７】実施例で使用した板組みを模式的に示す断面図である。
【図８】抵抗スポット溶接における熱影響部と軟化域を示す説明図である。
【図９】本発明の原理を示す説明図である。
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【発明を実施するための形態】
【００５１】
　本発明では、複数枚の金属板を重ね合わせた板組みを、上下一対の電極チップで挟み、
加圧、通電する抵抗スポット溶接により溶接接合して、必要サイズのナゲットを形成する
とともに、必要な継手強度を得る。
【００５２】
　本発明で好適に使用可能な溶接装置は、上下一対の電極チップを備え、溶接中に加圧力
、溶接電流をそれぞれ任意に制御可能であれば、加圧機構（エアシリンダやサーボモータ
等）、形式（定置式、ロボットガン等）、電極形状等はとくに限定されない。
【００５３】
　本発明の一実施形態として、図１～図３に示すような、重ね合わせた２枚以上の厚板１
２、１３の外側に薄板１１を重ね合わせた金属板の板組みをスポット溶接する場合を例に
、以下、説明する。
【００５４】
　この実施形態では、抵抗スポット溶接を第一段、第二段、第三段の三段階からなる溶接
とする。この実施形態の抵抗スポット溶接における加圧パターンを図４に、通電パターン
を図５に模式的に示す。
【００５５】
　まず、所望の溶接位置で板組みを上下一対の電極３１、３２で挟み、加圧を開始する。
加圧力がかかり始めてから通電を開始する。第一段の溶接では、接触抵抗発熱が小さくな
らないように、加圧力、溶接電流を設定し、薄板１１と厚板１２間にナゲット１６ａ（径
Ｎ１）を形成する。第一段の溶接では、低加圧力で大溶接電流を短時間で加えることが好
ましい。これにより、薄板１１と厚板１２間は通電経路が狭く電流密度が高くなり、めっ
きの溶融等による通電経路の拡大の影響も少なく、発生する接触抵抗発熱を有効にナゲッ
トＮ１形成に作用させることができるようになる。
【００５６】
　第一段の溶接では、加圧力ＰＩ（ｋＮ）は、複数枚の金属板のうち最も薄肉の金属板の
板厚ｔｍ（図１では金属板１１の板厚：ｍｍ）との関係で、次の（１）式を満足するよう
に設定することが好ましい。
　　　０．８ｔｍ≦ＰＩ≦５ｔｍ　　………（１）
【００５７】
　第一段の溶接における加圧力ＰＩが５ｔｍ（ｋＮ）超えでは、加圧力が高くなりすぎて
、接触抵抗による発熱が小さくなり、薄板１１と厚板１２間にナゲットが形成されなくな
る。一方、加圧力ＰＩが０．８ｔｍ未満の場合には、電極チップ３１と薄板１１との間で
の接触抵抗が大きくなり、スパークが発生しやすくなるとともに、薄板１１と厚板１２間
からも散りが発生しやすくなる。
【００５８】
　また、第一段の溶接では、通電時間ＴＩ（ｃｙｃｌｅｓ／５０Ｈｚ）は、次の（２）式
を満足するように設定することが好ましい。
　　　２≦ＴＩ≦６　　　　　　　　………（２）
【００５９】
　通電時間ＴＩが２ｃｙｃｌｅｓ未満では、通電時間が短かすぎるため、薄板１１と厚板
１２間に所望サイズのナゲットが形成されなくなる。一方、通電時間ＴＩが６ｃｙｃｌｅ
ｓを超えて長くなると、散りが発生する。
【００６０】
　また、第一段の溶接では、溶接電流ＩＩ（ｋＡ）は、複数枚の金属板のうち最も薄肉の
金属板の板厚ｔｍ（図１では金属板１１の板厚：ｍｍ）との関係で、次の（３）式を満足
するように設定することが好ましい。
　　　３ｔｍ＋５≦ＩＩ　　　　　　………（３）
【００６１】



(10) JP 5640410 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

　第一段の溶接における溶接電流ＩＩが、（３ｔｍ＋５）未満の小電流では、接触抵抗発
熱を有効に利用できず、薄板１１と厚板１２間にナゲットが形成されなくなる。第一段の
溶接では、初期の数サイクルの間、大電流を流すことが好ましい。
【００６２】
　このようなことから、第一段の溶接では、前記した（１）、（２）、（３）式を満足す
るように加圧力ＰＩ、溶接電流ＩＩ、通電時間ＴＩを設定することが、薄板１１と厚板１
２間に所望サイズのナゲットを形成するために好ましい。
【００６３】
　そして、この実施形態では、上記した第一段の溶接に続いて第二段の溶接を行なう。第
二段の溶接は、第一段の溶接に比べ、高加圧力で低電流、長通電時間の溶接とする。この
実施形態では、溶接途中で（第一段の溶接終了後）、第一段の溶接時に比べて、加圧力を
増加させ、溶接電流を減少させ、通電時間を長くする。これにより、散りの発生が抑制さ
れるとともに、体積抵抗発熱による発熱が主体となり、電極間中央部でナゲットが形成さ
れ、図２に示すように、薄板１１と厚板１２間にナゲット１６ｂ（径がＮ２）を形成する
ことができる。
【００６４】
　第二段の溶接では、加圧力ＰＩＩは、第一段溶接の加圧力ＰＩとの関係で、次の（４）
式を満足するように設定することが好ましい。
　　　１．１ＰＩ≦ＰＩＩ≦１０ＰＩ　………（４）
【００６５】
　また、溶接電流ＩＩＩは、第一段溶接の溶接電流ＩＩとの関係で、次の（５）式を満足
するように設定することが好ましい。
　　　０．５ＩＩ≦ＩＩＩ≦ＩＩ　　　………（５）
【００６６】
　また、通電時間ＴＩＩは、第一段溶接の通電時間ＴＩとの関係で、次の（６）式を満足
するように設定することが好ましい。
　　　ＴＩ≦ＴＩＩ≦１０ＴＩ　　　　………（６）
【００６７】
　第二段の溶接の条件が上記した範囲から外れると、散りの発生防止や所定サイズのナゲ
ット径を得ることが困難となり、また、加圧力を過大に増加するとヒートマークや浮き上
がりが大きくなるという問題も生じる。
【００６８】
　そして、この実施形態では、上記した第二段の溶接に続いて第三段の溶接を行なう。こ
の第三段の溶接は、上述したように、継手強度を確保するための後熱通電であり、第二段
の溶接よりも加圧力を増加させて、高電流の通電を繰り返す。
【００６９】
　このように高電流の通電を付加することで、図９に示したと同様に、図３に示すように
、この入熱によりナゲット１６および軟化域１８側の熱影響部１７ｂの急冷が抑制され硬
化が抑制されると同時に、電極３１、３２側の熱影響部１７ａはテンパー効果により焼き
戻しされ軟化し、継手の引張強度が向上する。
【００７０】
　第三段の溶接は、加圧力ＰＩＩＩで加圧した状態で、溶接電流を通電しない冷却時間Ｔ
ｃと、溶接電流ＩＩＩＩにて通電する通電時間ＴＩＩＩとで構成されている。
【００７１】
　その際に、前述したように、加圧力ＰＩＩＩを第二段溶接の加圧力ＰＩＩより増加させ
る。すなわち、次の（７）式を満足するように設定する。
　　　ＰＩＩ＜ＰＩＩＩ　　　　　　　………（７）
【００７２】
　この加圧力を増加させるタイミングとしては、加圧力の増加による効果が得られるよう
に、第三段溶接（多段通電）の第一通電が付加されるまでに完了するのが望ましい。また
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、高すぎる加圧力は電極の劣化を引き起こす可能性があるため、より好ましくは、ＰＩＩ

＜ＰＩＩＩ≦３ＰＩＩの範囲にとどめるのが望ましい。
【００７３】
　また、冷却時間Ｔｃは、次の（８）式を満足するように設定することが好ましい。
　　　６≦Ｔｃ≦２０　　　　　　………（８）
【００７４】
　さらには、冷却時間Ｔｃは、次の（８ａ）式を満足するように設定することがより一層
好ましい。
　　　１≦Ｔｃ≦１０　　　　　　………（８ａ）
【００７５】
　また、通電時間ＴＩＩＩは、次の（９）式を満足するように設定することが好ましい。
　　　１≦ＴＩＩＩ≦５　　　　　　………（９）
【００７６】
　また、溶接電流ＩＩＩＩは、第二段溶接の溶接電流ＩＩＩとの関係で、次の（１０）式
を満足するように設定することが好ましい。
　　　ＩＩＩ＜ＩＩＩＩ≦３ＩＩＩ ………（１０）
【００７７】
　そして、冷却時間Ｔｃ及び通電時間ＴＩＩＩと溶接電流ＩＩＩＩで構成される通電を、
１回以上５回以下で繰り返すことが好ましい。
【００７８】
　第三段溶接において、上記のような冷却時間Ｔｃ、通電時間ＴＩＩＩ、溶接電流ＩＩＩ

Ｉをとるのは、第二段溶接後の冷却が進むにつれて、抵抗値は低くなるため、溶接電流Ｉ

ＩＩＩは第二段溶接の溶接電流ＩＩＩより高く取る必要があるが、冷却が進まない前に通
電すると、ナゲット１６が完全に再溶融してしまったり、あるいは高い温度に上がりすぎ
たりして、逆に強度を低下させる原因となりうる。また、長すぎる通電時間や、高すぎる
電流値は散りの原因となるうえ、電極寿命を減少させる。また、長すぎる冷却時間はタク
トタイムの増加につながり望ましくない。このため、通電時間ＴＩＩＩは５サイクルまで
、冷却時間Ｔｃは２０サイクルまで、溶接電流ＩＩＩＩは第二段溶接の溶接電流ＩＩＩの
３倍までとし、組み合わせによって適切に選択される。
【００７９】
　なお、施工面での安定性や散りの発生限界から鑑みて、長すぎない通電時間、短すぎな
い冷却時間、高すぎない通電電流を選択すべきであるから、通電時間ＴＩＩＩは２～４サ
イクル、冷却時間Ｔｃは６～１０サイクル、溶接電流ＩＩＩＩはＩＩＩ＜Ｉｂ≦２ＩＩＩ

の範囲に収まるようにするのが、最も好適であると考えられる。
【００８０】
　ただし、温度や湿度などの施工雰囲気、また母材温度による影響で冷却が遅くなること
が考えられる。この際、冷却時間Ｔｃが２０サイクルを超えていたとしても、第二段溶接
の溶接電流ＩＩＩよりも高い電流を２回以上付加し、ナゲット全体を溶融させずに冷却速
度を低下させたものであれば、本発明の範囲であるといえる。
【００８１】
　また、引張強度５９０ＭＰａ未満の鋼板では、通常の溶接で十分な継手強度が達成され
るという観点から、引張強度が５９０ＭＰａ以上１９６０ＭＰａ以下の高張力鋼板が含ま
れている板組に対して使用するのが好ましく、特に引張強度９８０ＭＰａ以上の高張力鋼
板が含まれている板組で効果を得ることが出来る。
【００８２】
　さらに、前述した本発明の原理から、本発明の効果を達成するためには、必ずしも第三
段溶接における冷却時間Ｔｃ、通電時間ＴＩＩＩ、溶接電流ＩＩＩＩは各パルスで一定で
なくとも良い。例えば、１回目の冷却時間では十分に冷却が進まないが、２回目の冷却時
間では冷却が進みすぎるということであれば、１回目の冷却時間を２回目の冷却時間より
も長くすることも考えられる。同様に、１回目の溶接電流値を小さくしたり、通電時間を



(12) JP 5640410 B2 2014.12.17

10

20

30

短くしたりしてもよく、これらの理由から、第三段溶接における冷却時間Ｔｃ、通電時間
ＴＩＩＩ、溶接電流ＩＩＩＩを個別に変更することは、本発明の意図を離れるものではな
い。
【００８３】
　そして、本発明の抵抗スポット溶接継手の製造方法は、図１～図３に例示した板組みに
限定されることはない。また、被溶接材として本発明を適用する金属板には、鋼板が例示
できる。鋼板としては、高張力鋼板が含まれている場合が好適であるが、強度レベル（軟
鋼、高張力鋼板）や表面処理の有無（表面処理なし、めっき鋼板）に限定されることはな
い。本発明はいずれの種類の鋼板についても適用可能である。また、本発明は、板厚比（
＝総板厚ｍｍ／一番薄い板の板厚ｍｍ）が５以上の板組みの場合に適用する。
【実施例１】
【００８４】
　図７（ａ）および表１（板組Ｎｏ．Ａ）に示すような、板厚０．７ｍｍの２７０ＭＰａ
級軟鋼板１枚と、板厚１．６ｍｍのＧＡめっき鋼板（原板７５０ＭＰａ級高張力鋼板、目
付量４５／４５ｇ／ｍ２）２枚の計３枚の薄鋼板を、２７０ＭＰａ級軟鋼板（薄板）１１
、ＧＡめっき鋼板（厚板）１２、ＧＡめっき鋼板（厚板）１３の順に重ね合せた板組につ
いて、表２に示す溶接条件で抵抗スポット溶接を行い、抵抗スポット溶接継手を作製した
。
【００８５】
　ここで、本発明例は、上記の実施形態で示したような、第一段、第二段、第三段の三段
階からなる抵抗スポット溶接を行ったものである。一方、比較例は、第一段、第二段の二
段階からなる抵抗スポット溶接を行ったものである。
【００８６】
【表１】

【００８７】
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【表２】

【００８８】
　なお、抵抗スポット溶接は、定置式でサーボモータ加圧方式の単相交流抵抗スポット溶
接機を用いて行った。使用した電極は、図６に示すＤＲ（先端径６ｍｍ）の電極チップと
した。
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【００８９】
　得られた各溶接継手について、薄板１１と厚板１２の間および厚板１２と厚板１３の間
のそれぞれにおけるナゲット径を測定し、それぞれのナゲット径が４√ｔ以上を満たす場
合を良好（○）と評価し、そうでない場合を不良（×）と評価とした。なお、上記のｔは
隣り合う２枚の鋼板のうち薄い方の鋼板の板厚（ｍｍ）である。
【００９０】
　また、得られた各溶接継手について、厚板１２と厚板１３の間の引張強度を測定した。
【００９１】
　表３に、各溶接継手について、前記の（１）～（１０）式への適合（○）・不適合（×
）を示すととともに、得られた評価結果（ナゲット、ナゲット径、厚板間の引張強度）を
示す。
【００９２】
　なお、表３において、ナゲットの良否は、薄板と厚板の間に良好なナゲットが形成され
ているかで判断することとし、比較例と比較して変化が無かった場合を○、再溶融や散り
発生によって変化が著しかった場合を×とした。また、引張強度に関しては、比較例と比
較して３ｋＮ以上上回った場合を◎、上回ったが３ｋＮ未満であったものを○、下回った
場合を×とした。
【００９３】
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【表３】

【００９４】
　表３に示すように、本発明例および比較例のいずれも良好なナゲットが形成されている
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。そして、本発明例においては、比較例に比べて、厚板間の引張強度が向上している。
【実施例２】
【００９５】
　図７（ｂ）および表１（板組Ｎｏ．Ｂ）に示すような、板厚０．７ｍｍの２７０ＭＰａ
級軟鋼板２枚と、板厚２．３ｍｍのＧＡめっき鋼板（原板２７０ＭＰａ級軟鋼板、目付量
４５／４５ｇ／ｍ２）２枚の計４枚の薄鋼板を、２７０ＭＰａ級軟鋼板（薄板）１１、Ｇ
Ａめっき鋼板（厚板）１２、ＧＡめっき鋼板（厚板）１３、２７０ＭＰａ級軟鋼板（薄板
）１４の順に重ね合せた板組について、表４に示す溶接条件で抵抗スポット溶接を行い、
抵抗スポット溶接継手を作製した。
【００９６】
　ここで、本発明例は、上記の実施形態で示したような、第一段、第二段、第三段の三段
階からなる抵抗スポット溶接を行ったものである。一方、比較例は、第一段、第二段の二
段階からなる抵抗スポット溶接を行ったものである。
【００９７】
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【表４】

【００９８】
　なお、抵抗スポット溶接は、定置式でサーボモータ加圧方式の単相交流抵抗スポット溶
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接機を用いて行った。使用した電極は、図６に示すＤＲ（先端径６ｍｍ）の電極チップと
した。
【００９９】
　得られた各溶接継手について、薄板１１と厚板１２の間、厚板１２と厚板１３の間、厚
板１３と薄板１４の間のそれぞれにおけるナゲット径を測定し、それぞれのナゲット径が
４√ｔ以上を満たす場合を良好（○）と評価し、そうでない場合を不良（×）と評価とし
た。なお、上記のｔは隣り合う２枚の鋼板のうち薄い方の鋼板の板厚（ｍｍ）である。
【０１００】
　また、得られた各溶接継手について、厚板１２と厚板１３の間での引張強度を測定した
。
【０１０１】
　表５に、各溶接継手について、前記の（１）～（１０）式への適合（○）・不適合（×
）を示すととともに、得られた評価結果（ナゲット、ナゲット径、厚板間の引張強度）を
示す。
【０１０２】
　なお、表５において、ナゲットの良否は、薄板と厚板の間に良好なナゲットが形成され
ているかで判断することとし、比較例と比較して変化が無かった場合を○、再溶融や散り
発生によって変化が著しかった場合を×とした。また、引張強度に関しては、比較例と比
較して３ｋＮ以上上回った場合を◎、上回ったが３ｋＮ未満であったものを○、下回った
場合を×とした。
【０１０３】
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【表５】

【０１０４】
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　表５に示すように、本発明例および比較例のいずれも良好なナゲットが形成されている
。そして、本発明例においては、比較例に比べて、厚板間の引張強度が向上している。
【符号の説明】
【０１０５】
　１１　金属板（薄板）
　１２　金属板（厚板）
　１３　金属板（厚板）
　１４　金属板（薄板）
　１６　ナゲット
　１６ａ　薄板－厚板間のナゲット
　１６ｂ　厚板－厚板間のナゲット
　１７　熱影響部
　１７ａ　電極側の熱影響部
　１７ｂ　軟化域側の熱影響部
　１８　軟化域
　２２　高張力鋼板（上側）
　２３　高張力鋼板（下側）
　３１　電極チップ（上側）
　３２　電極チップ（下側）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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